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（訂正・数値データ訂正） 

「2023年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正に関するお知らせ 

 

 当社が2022年８月４日に公表いたしました「2023年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の内容に

つきまして、一部訂正すべき事項がありましたので、下記の通りお知らせいたします。また、数値データにも訂正

がありましたので訂正後の数値データも送信いたします。 

 

記 

 

１．訂正理由 

「2023年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の公表後に、「投資その他の資産」に含まれる繰

延税金資産及び「法人税等」に含まれる法人税等調整額について誤りがあることが判明したため訂正するもの

であります。 

 

２．訂正の内容 

訂正箇所には、下線を付しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．訂正箇所 

サマリー情報 

【訂正前】 

(百万円未満切捨て)

１．2023年３月期第１四半期の連結業績（2022年４月１日～2022年６月30日） 

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

 売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属
する四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

2023年３月期第１四半期 13,093 14.1 35 △85.6 9 △98.4 15 △96.6 

2022年３月期第１四半期 11,471 25.9 246 － 608 － 460 － 
(注) 包括利益 2023年３月期第１四半期 357百万円( △37.3％)  2022年３月期第１四半期 569百万円( － ％) 

 
１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
四半期純利益 

 円 銭 円 銭 

2023年３月期第１四半期 0.73 － 

2022年３月期第１四半期 21.60 － 

 

（２）連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 

2023年３月期第１四半期 66,829 16,776 25.0 

2022年３月期 66,489 16,907 25.3 
(参考) 自己資本 2023年３月期第１四半期 16,688百万円  2022年３月期 16,815百万円 

 

【訂正後】 

(百万円未満切捨て)

１．2023年３月期第１四半期の連結業績（2022年４月１日～2022年６月30日） 

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

 売上高 営業利益 経常利益 
親会社株主に帰属
する四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

2023年３月期第１四半期 13,093 14.1 35 △85.6 9 △98.4 △22 － 

2022年３月期第１四半期 11,471 25.9 246 － 608 － 460 － 
(注) 包括利益 2023年３月期第１四半期 319百万円( △43.9％)  2022年３月期第１四半期 569百万円( － ％) 

 
１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
四半期純利益 

 円 銭 円 銭 

2023年３月期第１四半期 △1.04 － 

2022年３月期第１四半期 21.60 － 

 

（２）連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 

2023年３月期第１四半期 66,792 16,738 24.9 

2022年３月期 66,489 16,907 25.3 
(参考) 自己資本 2023年３月期第１四半期 16,651百万円  2022年３月期 16,815百万円 

 

 



２ページ  

１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する説明 

【訂正前】 

（省略） 

損益面につきましては、原材料価格・用役費の急騰に対する製品価格の値上げが遅れたことによるマイナス

影響が大きく、加えて電子情報材料用樹脂製造所の新設等に伴う減価償却費の増加もあり、営業利益は前年同

期比210百万円減益の35百万円にとどまりました。また、前年同期に営業外収益として289百万円を計上した為

替差益や89百万円を計上した受取保険金が当第１四半期連結累計期間は僅少だったこともあり、経常利益は前

年同期比598百万円減益の9百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比445百万円減益の15百万円

となりました。 

（省略） 

 

 

【訂正後】 

（省略） 

損益面につきましては、原材料価格・用役費の急騰に対する製品価格の値上げが遅れたことによるマイナス

影響が大きく、加えて電子情報材料用樹脂製造所の新設等に伴う減価償却費の増加もあり、営業利益は前年同

期比210百万円減益の35百万円にとどまりました。また、前年同期に営業外収益として289百万円を計上した為

替差益や89百万円を計上した受取保険金が当第１四半期連結累計期間は僅少だったこともあり、経常利益は前

年同期比598百万円減益の9百万円、親会社株主に帰属する四半期純損失は22百万円（前年同期は460百万円の利

益）となりました。 

（省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ページ 

（２）財政状態に関する説明 

【訂正前】 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、66,829百万円と前期末比340百万円の増加となりました。その内訳

は、流動資産が251百万円増加の35,153百万円、固定資産が89百万円増加の31,676百万円です。 

流動資産の主な増減要因は、現金及び預金が206百万円の増加、受取手形及び売掛金が500百万円の減少、棚卸

資産が1,085百万円の増加、仮払消費税や未収消費税等の減少を主因とするその他（流動資産）が540百万円の減

少です。 

固定資産の主な増減要因は、有形固定資産が266百万円の増加、投資その他の資産が209百万円の減少です。 

一方、負債合計は50,053百万円と前期末比471百万円の増加となりました。主な増減要因は、短期借入金が916

百万円の増加、未払法人税等が230百万円の減少、賞与引当金が349百万円の減少です。 

純資産は、16,776百万円と前期末比130百万円の減少となりました。主な増減要因は、利益剰余金が、配当金

の支払いと親会社株主に帰属する四半期純利益との差額等により304百万円の減少、自己株式取得により156百

万円の減少、その他の包括利益累計額が334百万円の増加です。 

その結果、自己資本比率は25.0％となりました。 

 

【訂正後】 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、66,792百万円と前期末比302百万円の増加となりました。その内訳

は、流動資産が251百万円増加の35,153百万円、固定資産が51百万円増加の31,638百万円です。 

流動資産の主な増減要因は、現金及び預金が206百万円の増加、受取手形及び売掛金が500百万円の減少、棚卸

資産が1,085百万円の増加、仮払消費税や未収消費税等の減少を主因とするその他（流動資産）が540百万円の減

少です。 

固定資産の主な増減要因は、有形固定資産が266百万円の増加、投資その他の資産が246百万円の減少です。 

一方、負債合計は50,053百万円と前期末比471百万円の増加となりました。主な増減要因は、短期借入金が916

百万円の増加、未払法人税等が230百万円の減少、賞与引当金が349百万円の減少です。 

純資産は、16,738百万円と前期末比168百万円の減少となりました。主な増減要因は、利益剰余金が、配当金

の支払いと親会社株主に帰属する四半期純損失により342百万円の減少、自己株式取得により156百万円の減少、

その他の包括利益累計額が334百万円の増加です。 

その結果、自己資本比率は24.9％となりました。 

 

 

 

 

 

 

 



４ページ 

２．四半期連結財務諸表及び主な注記 

（１）四半期連結貸借対照表 

【訂正前】 

           (単位：百万円) 
          

前連結会計年度 
(2022年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(2022年６月30日) 

（省略） 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 11,766 13,803 

   機械装置及び運搬具（純額） 4,952 5,579 

   土地 3,145 3,145 

   建設仮勘定 2,811 384 

   その他（純額） 2,026 2,056 

   有形固定資産合計 24,703 24,970 

  無形固定資産 1,324 1,355 

  投資その他の資産 5,559 5,350 

  固定資産合計 31,586 31,676 

 資産合計 66,489 66,829 

 

【訂正後】 

           (単位：百万円) 
          

前連結会計年度 
(2022年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(2022年６月30日) 

（省略） 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 11,766 13,803 

   機械装置及び運搬具（純額） 4,952 5,579 

   土地 3,145 3,145 

   建設仮勘定 2,811 384 

   その他（純額） 2,026 2,056 

   有形固定資産合計 24,703 24,970 

  無形固定資産 1,324 1,355 

  投資その他の資産 5,559 5,312 

  固定資産合計 31,586 31,638 

 資産合計 66,489 66,792 

 

 

 

 

 

 



５ページ 

【訂正前】 

           (単位：百万円) 
          

前連結会計年度 
(2022年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(2022年６月30日) 

（省略） 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,755 1,755 

  資本剰余金 896 896 

  利益剰余金 11,314 11,010 

  自己株式 △6 △163 

  株主資本合計 13,959 13,498 

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 2,034 1,781 

  為替換算調整勘定 1,193 1,770 

  退職給付に係る調整累計額 △372 △362 

  その他の包括利益累計額合計 2,855 3,189 

 非支配株主持分 91 87 

 純資産合計 16,907 16,776 

負債純資産合計 66,489 66,829 

 

【訂正後】 

           (単位：百万円) 
          

前連結会計年度 
(2022年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(2022年６月30日) 

（省略） 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,755 1,755 

  資本剰余金 896 896 

  利益剰余金 11,314 10,972 

  自己株式 △6 △163 

  株主資本合計 13,959 13,461 

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 2,034 1,781 

  為替換算調整勘定 1,193 1,770 

  退職給付に係る調整累計額 △372 △362 

  その他の包括利益累計額合計 2,855 3,189 

 非支配株主持分 91 87 

 純資産合計 16,907 16,738 

負債純資産合計 66,489 66,792 

 

 



６ページ 

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 

四半期連結損益計算書 

第１四半期連結累計期間 

【訂正前】 

           (単位：百万円) 
          前第１四半期連結累計期間 

(自 2021年４月１日 
 至 2021年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 2022年４月１日 

 至 2022年６月30日) 

（省略） 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△） 

588 △7 

法人税等 123 △24 

四半期純利益 464 16 

非支配株主に帰属する四半期純利益 3 0 

親会社株主に帰属する四半期純利益 460 15 

 

【訂正後】 

           (単位：百万円) 
          前第１四半期連結累計期間 

(自 2021年４月１日 
 至 2021年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 2022年４月１日 

 至 2022年６月30日) 

（省略） 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△） 

588 △7 

法人税等 123 13 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 464 △21 

非支配株主に帰属する四半期純利益 3 0 

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△） 

460 △22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



７ページ 

四半期連結包括利益計算書 

第１四半期連結累計期間 

【訂正前】 

           (単位：百万円) 
          前第１四半期連結累計期間 

(自 2021年４月１日 
 至 2021年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 2022年４月１日 

 至 2022年６月30日) 

四半期純利益 464 16 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △72 △252 

 為替換算調整勘定 170 584 

 退職給付に係る調整額 7 9 

 その他の包括利益合計 105 341 

四半期包括利益 569 357 

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 561 349 

 非支配株主に係る四半期包括利益 8 7 

 

【訂正後】 

           (単位：百万円) 
          前第１四半期連結累計期間 

(自 2021年４月１日 
 至 2021年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 2022年４月１日 

 至 2022年６月30日) 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 464 △21 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △72 △252 

 為替換算調整勘定 170 584 

 退職給付に係る調整額 7 9 

 その他の包括利益合計 105 341 

四半期包括利益 569 319 

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 561 312 

 非支配株主に係る四半期包括利益 8 7 

 

 

以上 


